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SUVACOのサービス概要①

インスピレーションを得る
(47,000の施工事例画像)

ソーシャルにつながる
(1,041社の住の専門家)

あなたにあった専門家を選択し依頼できる

SUVACOは、建築家、リフォーム・リノベーション会社、工務店、インテリア・コーディネーター
等のマッチングサイト。記事やおしゃれな部屋画像から気に入ったデザインの専門家を選んだり相
談できることが特徴
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SUVACOのサービス概要②

専門家 (1,041社)
✓建築家

✓リフォーム・リノベーション
会社
✓工務店

✓インテリア・コーディネータ
ー
✓メーカー

ユーザー (月26万人)
✓インテリア・デザインに興味
がある層
✓漠然と将来リフォームしたい
と考えている層
✓家の建築、リフォーム等を検
討している層

記事

事例写真

専門家検索

専門家紹介

無料相談
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SUVACOの専門家（一部抜粋）

✓ 専門家が作品及び商品を掲示し、潜在顧客とコミュニケーションがとれるプラットホーム

キッチン
クッチーナ
ポーゲンポール
ニシザキ工芸
LDK

ガーデン
グリーンラッシュ
GREEN SPACE
山越健造
紅林豊

インテリアデザイナー
橘田美幸
橋谷昇
関洋
岩田草史
兼子悠

照明デザイナー
近田玲子デザイン事務所
三橋倫子

家具
すまうと
坪原木工
家具蔵

塗装
ポーターズペイント
スクエアミーター

床材・壁材
無垢フローリング.com
東京工営

【北海道・東北エリア】69社
＜建築家＞
株式会社 北工房

稲見建築設計事務所

田中雄一建築研究所

株式会社田嶋英人設計事務所

有限会社アトリエキュビト

株式会社鈴木弘人設計事務所

有限会社花田設計事務所

今井ヒロカズ設計事務所

I・N設計スタジオ
LITTLE NEST WORKS
＜リフォーム会社＞
株式会社i・e・sリビング倶楽部
株式会社アルティザン建築工房

＜工務店＞
株式会社 ハウジング光陽

【関東エリア】498社
＜建築家＞
桑原聡建築研究所

株式会社エムズ・アーキテクツ

カガミ建築計画

篠崎弘之建築設計事務所

株式会社 成瀬・猪熊建築設計事務所

アトリエ137一級建築士事務所
タカトタマガミデザイン

一級建築士事務所 group-scoop
アールテクニック一級建築士事務所

古谷デザイン建築設計事務所

エアスケープ建築設計事務所
＜リフォーム会社＞
ブルースタジオ
リビタ
nuリノベーション
インテリックス空間設計
三井のリフォーム
NENGO
Roovis
スタイル工房
howzlife・秀建
空間社
株式会社アズ建設
リノベる。株式会社

Cue studio
Beat house（リノベ不動産）
株式会社OKUTA LOHAS studio
＜工務店＞

With One
ジャパンホーム
三京建設

【中部エリア】127社
＜建築家＞
武藤圭太郎建築設計事務所

SPACE WIDE STUDIO
石間建築設計事務所

さんさい工房一級建築士事務所

井村建築設計

榊原デザイン一級建築士事務所

＜リフォーム会社＞
ファイブセンス株式会社

株式会社リホープスタイル

株式会社アネストワン

エイトデザイン株式会社

YLANG YLANG
アップウィッシュ株式会社

杉工建設株式会社

＜工務店＞
合同会社すまうと

【関西エリア】160社
＜建築家＞
塔本研作建築設計事務所

川口建築設計工房

wa+一級建築士事務所
高砂建築事務所

京智健建築設計事務所

林建築設計室

Studio REI
＜リフォーム会社＞
横田満康建築研究所

TOLA
有限会社グラデンパシフィック

９株式会社

Ｇ-ＦＬＡＴ株式会社
＜工務店＞
株式会社 SPACE LAB
住空間創造 ゆいまーるClub
エビスガーデン

【中国・四国エリア】42社
＜建築家＞
原浩二建築設計事務所

ケイデザイン一級建築士事務所

丸菱建築計画事務所

株式会社 旺建

スミカデザインオフィス

キリコ設計事務所

＜リフォーム会社＞
株式会社 詩音建築事務所
＜工務店＞
株式会社プラスホーム

【九州・沖縄エリア】57社
＜建築家＞
上窪哲也建築計画事務所

山口修建築設計事務所

EIIE（イイイエ）
松田周作建築設計事務所

有限会社COGITE
サウルス建築設計事務所

有限会社 Ｋ・でざいん

＜リフォーム会社＞
リノベーションカーサ株式会社

ASTER

【甲信越エリア】48社
＜建築家＞
今井保一設計室

abs一級建築士事務所
家山真建築研究室

株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ５

有限会社中村建築事務所

設計工房 悠

＜リフォーム会社＞
株式会社クラスコ
＜工務店＞
SPACE DESIGN TAKUMI
株式会社ひまわりほーむ



■業界経験のある担当者がご要望を詳しく聞いたお客様をご紹介
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専門家紹介サービス

【専門家紹介サービスのメリット】

◆ユーザーとアドバイザー間ではご紹介までに平均５回以上の密なやりとり。

◆要望やお好みが事前にわかるので、お打合せが短縮・スムーズになります。

◆隠れたご要望までヒアリング・整理した状態でご紹介しますので、

初回面談時に、さらに深い要望までヒアリングが可能です。

◆ご紹介後の成約率は約40%と高い評価を頂いています。
◆コンペではないので、無駄な提案作業がありません。

【専門家紹介サービスの流れ】

① SUVACOへ問い合わせいただいたユーザーのご要望やお好みをアドバイザーが伺います。

② お客様のご要望にあった専門家を、プロフィールページのURLとともに特徴とともに提案します。

（同時に専門家にスケジュールや内容・エリア等を打診させていただきます）

③ お客様にご提案内容を確認いただき、ご相談のご希望があった場合、ご紹介をさせていただきます。

④ お客様のご連絡先をお伝えしますので、直接コンタクトして進めてください。お打合せの最中なども都度、

必要に応じてアドバイザーがフォローやサポートを致します。

⑤ 成約時に、ご契約書の写しを担当アドバイザー宛にお送りいただき、ご報告ください。

⑥ 竣工後、最終金額が確定した時点で弊社より既定の成約手数料のご請求書を発行いたします。



■ご登録いただいている専門家様からは、こんなお言葉を頂いています
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登録専門家の声（リノベーション会社）

リフォーム業者を紹介するサービスは他にもありますが、中でもSUVACOさんは紹介され
たお客様の安心感が格別なのでお話がとてもスムーズです。それは丁寧なヒアリングから生
み出されるものでその引継ぎも大変ありがたいです。

howzlife様

SUVACOの専門家紹介サービスを利用させていただいて案件を多数いただいております。お客様にと
っては予めサイトから自分好みのリノベーションを行う専門家を探すことができるのでイメージにあ
った提案が各社からされやすいマッチングサイトになっていると思います。

専門家である当社にとってもお客様が予め弊社のリノベーションを理解してくださっているのでイン
テリアのイメージが共有でき、成約に結びやすいと感じております。他社のマッチングサイトも登録
しておりますが弊社では現在スバコでの成約がマッチングサイトの中では一番高く、また弊社の求め
ているお客様がいらしてくれるので非常に助かっている次第です。 アズ建設様

弊社は、賃貸物件のリノベーション工事を主として賃貸物件のオーナー様へのビジネスを主として行
っておりましたが、エンドユーザー層への工事受注が次なる目標となっておりました。それに当たり、
強化すべきはHP等、インターネットを通じての反響取得が一番の課題として挙げられますが、それに
はHPの作成、運営にあたり大きなコストが必要とされました。

SUVACO様に提供頂けるサービスは、初期必要とせずにエンド顧客層へのアプローチを可能として
くれます。また、弊社の特徴をよくご理解頂きました上で、マッチング頂けますので、お客様へのア
ポイント取得までスムーズに行う事が出来き、営業活動にかかるコストも抑える事が出来ます。

リノベーションのニーズがより高まっている現在において、SUVACO様にご提供頂けるサービスは、
我々建設会社にとってコストを抑えて参戦出来るチャンスを得られるものであると感じております。

株式会社バレッグス
Cue studio 様



SUVACOの特徴① 事例写真の登録ができる

■ 47,000の施工事例からユーザー目線で理想の部屋を探せる

キッチン、リビング
など特定の部屋だけ
並べて閲覧可能

「お気に入り」に入
れてコメントするこ
と可能



SUVACOの特徴② 相談・資料請求がくる

■ 専門家をフォローし、気軽に相談・依頼することが可能

自社をフォロー
しているユーザ
ーを確認できる

「相談」「資料請求」
を通じて非公開コミュ
ニケーションができる



SUVACOの特徴③ Q&Aで知識を広める
■ Q&Aでユーザーの疑問に答えることができます

マイページで回答一覧も
確認できる

自社の得意分野に
回答できる

他社の回答と比較できる

回答すれば、自社のマイ
ページへのリンクが可能



SUVACOの特徴④ イベント掲載も（予定）

■ イベント掲載ができるページも、今後リリース予定

自社イベントの集客に利
用できます。

エリア・カテゴリー（オ
ープンハウス・セミナー
など）・計画別で検索で
きます

掲載料は当面は無料予定

※今後、有料化の可能性
があります

※掲載ページイメージ

イベントのイメージ画像
を添付することも可能。



記事

■ 事例紹介、専門家紹介、専門家記事など

≪専門家の事例を紹介する記事≫
魅力を再発見！現代の家に土間を作る意味とは？
https://suvaco.jp/doc/doma-161017

コンパクトなキッチンを機能的に使う7つの収納アイデア
https://suvaco.jp/doc/compact-kitchen-161011

≪専門家の紹介記事≫
安心して暮らせる空間づくり～「TSD+ 高橋建築構造設計室」の注文住宅事例
https://suvaco.jp/doc/architect_takahashi_TSD-160624

≪専門家による記事≫
【書評】真の“デザイン”を、建築に活かすために〜『建築と不動産のあいだ』を読んで〜
https://suvaco.jp/doc/books-k-vol1-160920

≪FPによる記事≫
共働きの住宅ローン。夫婦でローンを組んでもいいの？
https://suvaco.jp/doc/tomobatarakiloan-161019



SNS施策：Instagram
■ 女性を主とする多くのフォロワーに画像でアプローチが可能

・フォロワー数 26,200 (2016.11現在）
・掲載時いいね！平均500～800件

・英文ハッシュタグ併用、国内外より
フォローされています
・ハッシュタグにて御社名を掲載します

・ユーザーからのコメントも
・住まい検討層や若者にアプローチ可能

※@をつけ御社アカウントとの連携可能（ご相談）



SNS施策：twitter
■ 記事へのリンク・画像でアプローチが可能

・フォロワー数2,839
(2016.11現在）
・画像と共にSUVACO
記事へのリンク掲載
・専門家記事も
投稿可能（ご相談）



SNS施策：facebook
■ 記事へのリンク・画像でアプローチが可能

・いいね！数11,747 (2016.11現在）
・画像と共にSUVACO記事へのリンク掲載
・専門家記事も投稿可能（ご相談）
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SUVACOプラン

項目 SUVACO

入会金 0円

月額料金 0円

成約手数料 SUVACO、リノベりすのサイトや関連サービスを通じてコンタクトしたユ
ーザーが成約した場合は適用対象

（紹介、資料請求、相談、イベント参加など）

料率 リフォーム・リノベーション：請負金額(税抜)の5% 
注文住宅：請負金額(税抜)の3％

設計のみの場合：設計・監理料(税抜)の10%
物販の販売：販売代金(税抜)の6％

事例公開 制限なし

✓登録料・掲載料などの初期費用不要
✓完全成功報酬ベース

※2017年改訂予定



■ 成約手数料の水準・支払方法は専門家利用規約に従います。

概要は以下の通り（2016年4月1日時点）。
■ 成約手数料の水準（税別）

➢ 設計・監理：設計・監理費（消費税前）の10％
➢ リフォーム工事の施工：施工・工事代金（消費税前）の5％
➢ 注文住宅工事の施工：施工・工事代金（消費税前）の3％
➢ 物品の販売：販売代金（消費税前）の6％

■ 契約（設計契約、請負契約など）を締結した場合には、専門家は当社に対して契約

書のコピーを送付します。さらに、契約で定められたサービスを完了した場合には

当社に対して完了報告を行います。

■ ユーザーも同様の成約報告、完了報告を行います。

■ 当社は完了報告を受けて請求書を発行します（専門家は契約締結が当該専門家の退

会後であってもユーザーが当サイトでの成約として報告した場合には支払い義務を
負うものとします）。

■ 専門家は請求書発行日の翌月末までに弊社所定の方法（原則、銀行振り込み）にて

弊社に支払うものとします。

➢ 例えば4月15日に竣工したリノベーション工事の場合、4月末までに請求書発行、
5月末までにお支払いいただきます。
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成約手数料について

※2017年改訂予定


